
 

点 鐘・ソング 我らの生業 

― 会 長 挨 拶 ― 

 

上野 和路 会長  

皆さんこんにちは。 

またコロナが猛威を振るい第 8 波となってしまい

ましたが、皆さん体調を崩されたりしていないでしょ

うか？ 

まあ最初の頃と違い入院が必要となる事はかなり

少ないようですので、生活の規制は医療機関が逼迫し

ない限り無いようですが、なったらなったで辛い思い

をしてしまいますから充分注意してください。 

最近のニュースで一番気になったのは「ウクライナ

国境近くのポーランドの村に 15 日、ミサイルが着弾

し、2 人が死亡しました。ロシアによるウクライナ侵

攻後、周辺国で戦争に絡む死者が出たのは初めて。」

と云うニュースです。どちらのミサイルだったのか

色々と報道されていますが、最初のうちはロシアによ

るものという報道が多かったのが最近ではウクライ

ナ側のミサイルだという報道に変わって来ています。

もちろんどちらであっても問題ですが、私は身内であ

るウクライナ側のものであって欲しいと感じていま

す。なぜかというと敵対国であるロシアのものである

となると、「第三次世界大戦」なんて発想も浮かんで

きてしまうからです。凄く恐ろしいですね。なんとか

丸く収まって欲しいものです。 

話は変わりますが先週例会後に 65 周年の会議が行

われ、市役所の西側の 5 号通りのイルミネーション

でも飾り付けしている場所に、60 周年記念時に館林

駅西口に設置した物と同じ温度計を設置する事とな

りましたのでご報告させて戴きます。入会 5 年未満

の会員は是非一度館林駅西口見学に行ってみてくだ

さい。 

そして本日 18:30 より横田年度の「理事 役員指名

委員会」が増喜で行われますので、パスト会長の皆さ

ん出席の程よろしくお願いします。 

もちろん横田会長エレクトが居ませんと会が成り

立ちませんので段取りをお願いします。 

それでは皆さん、本日も宜しくお願いします。 

 

― 会 務 報 告 ― 

               上野 和路 会長 

Ｒ ４．１１．１１（金）インフルエンザ予防接種 

    於・ニューミヤコホテル館林 

参加者 クラブ会員希望者 

Ｒ ４．１１．１１（金）創立６５周年  

第１回記念事業部会 

於・ニューミヤコホテル館林 

参加者 上野 和路・根岸 利正・横田 善次 

山本  樹・小池 敏郎・毛塚  宏 

長柄  純・瀬山 欣春 

 

今後の予定 

Ｒ ４．１１．１８（金）２０２３－２４年度 

理事・役員指名委員会 

対象者 パスト会長            於・増喜 

オブザーバー 会長・幹事・会長エレクト・副幹事 

Ｒ ４．１１．１９（土）イルミネーション設置作業 

          於・駅前通り 

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２２年１１月１８日(金) 第３１２８回例会報告（Ｎｏ，１８） 

館林ロータリークラブ会報 

ロータリー２０２２～２０２３年度 

みんなのロータリー、みんなでロータリー、 

さあ！奉仕に出かけよう 
第２８４０地区 ２０２２～２０２３年ロータリーのテーマ 
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Ｒ ４．１１．２４（木）叙勲祝賀会 

対象者 上野 和路        於・館林文化会館 

Ｒ ４．１１．２７（日）ＲＬＩ研修セミナーパートⅢ 

   於・前橋商工会議所会館 

対象者 横田 善次・山本  樹・毛塚  宏 

小池 敏郎 

Ｒ ４．１１．２９（火）第２回ＩＣＴ推進委員会        

対象者 関井 宏一       於・ガバナー事務所 

Ｒ ４．１２． ２（金）年次総会         

於・ニューミヤコホテル館林 

Ｒ ４．１２． ３（土）野鳥の森清掃活動 

対象者 ご協力いただける方  於・野鳥の森自然公園 

Ｒ ４．１２． ３（土）女性フォーラム 

       於・ホテルメトロポリタン高崎 

対象者 女性会員・ロータリーに関心のある方 

Ｒ ４．１２． ３（土）米山面接官オリエンテーション 

対象者 小堀 良武  於・ホテルメトロポリタン高崎 

Ｒ ４．１２． ３（土）米山学友会忘年会 

対象者 小堀 良武  於・ホテルメトロポリタン高崎 

Ｒ ４．１２． ３（土）イルミネーション点灯式           

於・館林駅前 

Ｒ ４．１２． ３（土）イルミネーション点灯式慰労会 

於・吉川 

Ｒ ４．１２． ５（月）館林商工会議所 

創立７５周年記念式典 

対象者 上野 和路      於・三の丸芸術ホール 

Ｒ ４．１２．１７（土）保坂ガバナーエレクト激励会 

対象者 宮内 敦夫  於・ロイヤルチェスター前橋 

Ｒ ４．１２．２３（金）クリスマス例会         

於・ニューミヤコホテル館林 

 

― 幹 事 報 告 ― 

 
根岸 利正 幹事 

 

１．例会場・例会時間の変更 

◆館林西ＲＣ 

１２月１３日（火）→ １２月１７日（土） 

クリスマス家族例会 

          点 鐘 １８：００ 

           会 場 陣屋 

１２月２７日（火）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆前橋北ＲＣ 

１１月２８日（月）→ 夜間例会 

１２月１９日（月）→ クリスマス家族夜間例会 

１２月２６日（月）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆桐生西ＲＣ 

１２月１６日（金）→ １２月１７日（土）忘年家族会 

    点 鐘 １８：３０ 

     会 場 美喜仁桐生文化会館スカイホールＢ 

１２月２３日（金）→ 休 会 

１２月３０日（金）→ 休 会 

◆沼田中央ＲＣ 

１２月１５日（木）→ 夜間例会 

１２月２２日（木）→ 休 会 

１２月２９日（木）→ 休 会 

◆富岡かぶらＲＣ 

１２月２０日（火）→ クリスマス家族会（夜間例会） 

          点 鐘 １８：００ 

           会 場 ホテルアミューズ富岡 

１２月２７日（火）→ 年末休会 

 

２．会報、週報 

３．その他 

◆ガバナー事務所 

①米山面接官オリエンテーションのご案内 

【日 時】１２月３日（土）１６：００～１７：００ 

【会 場】ホテルメトロポリタン高崎 

【対象者】小堀 良武 

②米山学友会忘年会のご案内 

【日 時】１２月３日（土）１７：００～１９：３０ 

【会 場】ホテルメトロポリタン高崎 

【対象者】小堀 良武 

③保坂ガバナーエレクト激励会のご案内 

【日 時】１２月１７日（土）１８：００～２０：００ 

【会 場】ロイヤルチェスター前橋 

【対象者】宮内 敦夫 
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◆第４分区Ｂガバナー補佐 飯田 知義 様 

 陽光桜植栽地除草工事クラブ拠出金振込のお願い 

 【工事総額】６８，２００円 

 【各クラブ負担】１０，０００円 

（残金を大泉ＲＣが負担） 

◆（公財）ロータリー米山記念奨学会 

 「ハイライトよねやま ２７２号」のご送付 

 ▼全文は、こちらよりご覧ください。 

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/

summary/highlight272_pdf.pdf 

◆館林商工会議所青年部 

 たてばやし光のページェント点灯式開催のご案内 

 【日 時】１２月３日（土） １７：００～ 

（１６：４５集合） 

 【会 場】館林駅東口 駅前ロータリー内噴水前 

 【対象者】上野 和路 

◆館林市野鳥の森市民協力会 

 野鳥の森清掃活動のご案内 

 【日 時】１２月 ３日（土） ８：００～９：３０ 

（雨天決行） 

 【場 所】旧トレジャーガーデン駐車場 

 【対象者】ご協力いただける方 

 ※長靴、カッパ等は必要に応じて各自用意をお願いし

ます。 

 ※ゴミ袋、軍手、鳥のエサはご用意致します。 

 ※作業に当日に検温、マスク着用をお願いします。 

 【給餌給水】館林ＲＣ担当  

令和５年１月３０日（月）～２月５日（日） 

 

― 委員会報告 ― 

＜イルミネーション設置作業ご出席のお願い＞ 

 
館林のまつり委員会 矢島 孝昭 委員長 

１１月１９日（土）１３：３０集合でイルミネーション設

置作業を行います。ロータリージャンパー着用です。 

出席・ニコニコ BOX 委員会 

 
 齊藤 一則 委員長 

 

例会出席報告 

通算３１２８回例会 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５８名 

５６名 

出 席 者 数 ３５名 

欠 席 者 数 ２１名 

出 席 率 62.50％ 

前前回修正 78.18%～87.27％ 

 

― ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ ― 

☆上野 和路会長        大変頂きました 

本日、１８：３０から横田年度 理事・役員指名委員

会が行なわれます。パスト会長の皆様よろしくお願い

します。 

☆根岸 利正幹事        頂きました 

本日は谷田川常任委員長、卓話よろしくお願いいたし

ます。パスト会長の皆様、今晩はよろしくお願いいた

します。明日のイルミ設置、よろしくお願いいたしま

す。 

☆松本 耕司会員        大変頂きました 

平素は、大変お世話になって居ります。先週の例会に遅

れて出席すると、幹事様には連絡しておいたのですが、

前の会合が延びてしまい欠席となってしまいました。申

し訳有りませんでした。 

☆田部井孝一会員        頂きました 

先週開催された、上野年度第 2 回ゴルフコンペでは参加

された皆様には大変お世話になりました。又、上野会長

宅離れにて、久しぶりにおいしい「台湾ラー」と紹興酒

をご馳走になりました。ありがとうございました。 

☆谷田川敏幸会員        大変頂きました 

本日、ロータリー財団月間について卓話をさせて頂きま

すので。皆様宜しくお願い申し上げます。 

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/summary/highlight272_pdf.pdf
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/summary/highlight272_pdf.pdf
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☆関井 宏一会員        頂きました 

谷田川委員長卓話ありがとうございます。 

☆石川 長司会員        頂きました 

先週例会お休みさせていただきました。本日谷田川敏幸

ロータリー財団委員長に卓話をよろしくお願いします。 

☆山本 樹会員         頂きました 

イルミの季節になりました。明日の設置ではお世話にな

ります。 

☆森田信一郎会員      大変×６頂きました 

先日は母のお通夜、並びに告別式に多くの方に参列、ご

会葬いただきまして、誠にありがとうございました。皆

様のおかげで、無事執り行うことができました。ありが

とうございました。 

 

― 卓 話 ― 

 
紹介：プログラム・健康増進委員会 本島 克幸 委員長 

 

ロータリー財団常任委員会 谷田川敏幸 常任委員長 

 
 

今月はロータリー財団月間ということで卓話をさせ

ていただきます。また 10 月 24 日は世界ポリオデーと

してポリオ撲滅のための日が決まっており、今月がロ

ータリー月間になっています。毎年皆様の会費から財

団のご寄付をいただいています。財団寄付がどのよう

に使われているかお話させていただきます。 

まず皆さんが寄付しているのが年次基金寄付で、3

年後には最終的にお金が多少戻ってきますので、いろ

んな地区補助金事業として使えるお金です。また当ク

ラブではないですが恒久基金というのもあり、戻って

こない基金です。また、ポリオプラスは皆さんから 30

ドル寄付されています。ポリオに限って使われる基金

になります。このようにいくつか種類があります。 

米山については前期会費から 1 万 6000 円寄付を、財

団については後期会費から150ドルと30ドルを納めて

いるということをご認識いただければと思います。レ

ートの関係で今だと大体2万1000円ぐらいが財団に寄

付されております。 

 この今日、皆様にお配りした資料「2840 地区年次寄

付・補助金サイクル図」を見ながらご説明させていた

だきます。 

 
2840地区全員の寄附の合計は図の左下にクラブ会員

とありますが、大体 4000 万です。そのうち当クラブで

は、150ドル×約 60名で大体 100万ぐらいです。一度、

ロータリー財団に全部集まります。そして図右に 3 年

後とありますが、3 年間は財団で運用します。その後、

図の右上に運営経費 5%は財団の経費に使われます。残

金の約半分はその下国際活動資金（WF）に、残りの約

半分は図中央の地区財団活動資金（DDF）に使われま

す。DDF は地区補助金とグローバル補助金に半分ずつ
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分かれます。最終的に各地区には寄付金の 4 分の 1 弱

が地区補助金として各クラブの事業に応じて戻ってき

ます。最近では 2840 地区の 45 クラブのうち、ほとん

どのクラブが補助金申請していますので、クラブが 3

年前に寄付した約 4 分の 1 が地区補助金事業として使

えるようになっています。 

上野年度ではイルミネーションということで、どう

しても消耗品になりますので、地区補助金、クラブ拠

出金で購入するという申請をして通っています。明日

のイルミネーションの設置作業で贈呈式を行いますが、

補助金事業では品物がどこに行ったか明確にしなけれ

ばならない規定があります。イルミは 2 小の前に設置

するものなので、2 小の PTA 会長に来ていただいて贈

呈式を行った後、クラブの皆さんで設置するという流

れになっています。 

 来年の横田年度については、補助金額が結構多いで

す。3 年前私の年度でしたが、会員拡大をすることによ

って財団の寄付額が多かったこと。また、新入会員入

会した際のテンアンドスリーで毎回 1000 円ずつ集め

させていただいていますが、これはクラブである程度

の金額になるまでプールして一括で財団に寄付します。

たまたま 3 年前に寄付したため、横田年度では補助金

が 50 万ほどになっています。今年度から補助金の 20%

をクラブから予算を拠出することになったので、

50+10 で 60 万の補助金事業ができるということです。

理事長・幹事でいろいろ考えながら今後理事会提出さ

れると思います。 

もう一つグローバル補助金の事業がありますが、こ

ちらについては大変敷居が高いイメージがあります。

例えばフィリピンに 10 数年前だったと思いますが、井

戸を掘る機械と指導で、セブポートセンターロータリ

ークラブ、今は姉妹ロータリーになりそのきっかけに

なった事業ですが、相手国のロータリーと共同でやら

ないといけないのがグローバル補助金事業です。当時

もセブポートセンターロータリーと話を進めて決めた

そうですが、そのように敷居が高いので、なかなか手

を挙げるクラブがありません。最近では 45 クラブ中で

大体年間 2、3 クラブが手を挙げてこの補助金事業やっ

ています。そのため、予算がだいぶ残っています。も

う一つは地区に補助金が下りてから 5 年経つと時効に

なってしまうので、使い切らないとロータリー財団に

返金しないといけないということです。数年前には200

万ぐらい返金した経緯があったと思います。ですから

ガバナーからも、ぜひグラフでグローバル補助金を使

って欲しいというお話があります。 

例えば昨年の足立年度では、ウクライナにロシアが

侵攻してから 1,2 か月ぐらいの時点で、すぐウクライ

ナに援助しようということで、確か 10 万ドル日本円で

1200 万ぐらいを寄付しています。これについては、ウ

クライナとベラルーシ2カ国でできた2232地区があり、

ウクライナでは 1100 名ぐらいの会員がいます。相手国

にロータリーがあるのでグローバルの事業もできるた

め、急遽そのような事業をされたそうです。現在では

ウクライナに対しての支援として、16 地区が合同で 1

地区当たり 2 万 5000 ドル、合計 1500 万ドルほど援助

しているようです。日本のロータリーアンとすると 4

億円ぐらい支援をしていると、先日の財団補助金セミ

ナーで説明があったのを覚えています。 

地区補助金事業についてはいろんな項目があります。

地元地域社会での奉仕事業ということではイルミや陽

光桜、コロナになってしまった年では消毒材やフェイ

スシールドなどの市への寄付、ベンチの寄贈など、敷

居が低いのでそのように地区補助金事業で使われるこ

とが多いと思います。 

グローバル補助金については最低額が決まっていて、

確か 400 万ぐらいの事業をやらないといけません。最

高では 2000 万ぐらい使えるので、本当に大きな事業が

できます。しかし、いろんな条件がありまして、例え

ば平和の構築と紛争予防、疾病予防と治療、母子の健

康、水と衛生、先ほどのフィリピンの井戸については

水と衛生に関わることで実現できたと思います。あと

教育識字率の向上とかに使われるのであれば可能です。

いずれにしても審査があるので補助金会で審査に通っ

た事業しかできません。以上が財団、寄付についての

説明となります。 

＜ 本日のお食事 ＞ 

 
アナゴの天ぷら 



 6 

Ｓ・Ａ・Ａ 

 
飯塚 一成 会員 

 

―イルミネーション贈呈式― 

 
館林市立第二小学校 PTA 会長 泉田 真宏 様 

於・駅前通り 

 
 

 

 
 

 

―イルミネーション設置作業― 

 
 

 

 
 

◆例会日 毎週金曜日 12：10 より 

◆例会場 ニューミヤコホテル館林（館林市文化会館内） 

     館林市城町 3-1 TEL0276-50-1541 

◆事務所 館林信用金庫本店内 

     館林市本町 1-6-32 TEL･FAX 72-8181 

◆E:mail  tatebayashi.rc@cc9.ne.jp 

第 2840 地区ガバナー 中野 正美 

会   長 上野 和路   副会長 横田 善次 

幹   事 根岸 利正   副幹事 山本 樹 

会報  委員 小池 和敏   本間 美儀男 
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